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会議録（公開用） 

附属機関又は 

会議体の名称 
第 20回 豊島区アメニティ形成審議会 

事務局（担当課） 都市整備部 都市計画課 

開催日時 平成 26年 12月 10日（水） 午後 6時 00分～8時 10分 

開催場所 議員協議会室（本庁舎 4階） 

会議次第 

１．開会 

２．議事 

 （１）景観計画（素案）（全体）について 

 （２）豊島区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に 

関する条例（案）について 

 （３）その他 

公開の

可否 

会議 
 ■公開  □非公開  □一部非公開 

 非公開・一部非公開の場合は、その理由 

会議録 
 ■公開  □非公開  □一部非公開 

 非公開・一部非公開の場合は、その理由 

出席者 

委員 

【学識経験者】進士 五十八（東京農業大学名誉教授）・後藤 春彦

（早稲田大学教授）・宮脇 勝（千葉大学准教授）・

荒井 歩（東京農業大学准教授）・杉山 朗子（株式

会社日本カラーデザイン研究所景観事業部長）・小

松原 和夫（豊島区建設業協会会長）・小山 清弘（東

京都建築士事務所協会豊島支部会員） 

【区議会議員】村上 宇一・西山 陽介・垣内 信行・村上 典子・古

堺 稔人・中田 兵衛 

【区   民】鈴木 立也・市橋 由美子・磯田 暉子 

【区 職 員】齋藤 賢司（都市整備部長） 

幹事 情報管理課長（政策経営部長代理）・地域まちづくり担当部長・建

築住宅担当部長 

事務局 都市計画課長・都市計画課街並み景観グループ 

欠席者 

委員 安島 博幸（立教大学教授）・髙橋 敏弘（公益社団法人東京屋外広

告協会理事）・渡邉 浩司（副区長）・栗原 章（文化商工部長） 

幹事 土木担当部長・教育委員会事務局教育総務部長・施設管理部長・清

掃環境部長 

傍聴人数 0名 
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審議経過 

 

１．開会 

（進士会長） 

ただいまより、第 20回豊島区アメニティ形成審議会を開催します。事務局から出欠に

ついてのご報告をいただきます。 

（事務局） 

出欠については、安島委員、高橋委員、渡邉副区長、文化商工部長の栗原部長から欠

席のご連絡をいただいております。 

現在 17名の委員の方が出席をしており、定足数を満たしております。 

（進士会長） 

ありがとうございました。次に傍聴者の件はいかがでしょうか。 

（事務局） 

傍聴者はおりません。 

（進士会長） 

はい、ありがとうございました。それでは議事に入りたいと思います。 

 

２．議事 

（１）景観計画（素案）（全体）について 

（進士会長） 

景観計画の素案は部会で何度も回を重ねてご検討いただいたようなので、それについ

てのご報告をいただきたい。また、景観計画素案のパブコメについても予定しているの

で、そのことについても触れていただきたい。まず部会長からお話をいただき、その後

で事務局から資料の説明していただきたい。 

（部会長） 

ただいまご紹介していただいた通り、かなりの数の部会を開催して、本日、計画素案

をお諮りするものである。部会と、なおかつ部会の準備会を、地下の会議室で開催して

いたが、こうして 4階まで上ってくることができて大変うれしく思う。 

細かな資料の説明については事務局からお願いしたい。 

（進士会長） 

それでは、資料の説明を事務局からお願いしたい。 

（都市計画課長） 

 

資料２０－１、２０－２、参考資料２について説明 

 

（進士会長） 

ありがとうございました。 

パブコメの際に計画素案を区民に公開するということは、この資料２０－１を公開す

るということか。 

（都市計画課長） 

その通りです。ただ、資料２０－２についても区内の各所において閲覧できるような

形になります。 

（進士会長） 

パブコメの準備としては最後の段階に来たということで理解していただきたい。ここ

までのところで、委員の皆さん、意見や質問はあるか。 

部会長から何かコメントはあるか。 

（部会長） 

特段コメントはない。 
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（進士会長） 

せっかくなので議論していただきたいと思うが、まずは、議員の方々に私から問いか

けたい。 

皆さんにとって、最も関心のある地域について、目標像が示された。気楽に言うと、

立教大学は国際的な文教施設・文教空間だと目標像に書かれているが、学習院の目標像

にはおしゃれとしか書かれていない。区内に学校はいろいろあると思うが、今述べたよ

うな違いは地域にとっては重大な問題かもしれない。計画素案の細かいところは部会で

詰めていると思うが、目標像については語尾まで含めて、今述べたような観点で、ご意

見をいただければと思う。 

もう一点は、景観計画を策定した後の話である。地域計画まではかなり詳細に詰まっ

ているようであるが、計画素案の最後に「景観形成の推進方策」として、審議会の設置、

アドバイザーの設置、ガイドラインの作成とあり、ここまでは常識的であるが、この後

は具体的にどういうことを取り組むのかということは、どのくらい部会で詰めているの

か。あるいは区は計画策定後の方策は別のステップとして考えているのか。これも重要

な話である。 

前段の話はどこの地域でも、地域特性は明確に出るが、その後の手続きとしてはどこ

もそう変わらない。しかし策定後の展開では区民や既存の団体、まちづくり関係者が積

極的に参加していただく必要がある。2020年にはオリンピックが控えているが、豊島区

は東京の中では相当目立つ中心的な盛り場を持っている。また、計画素案の中ではグリ

ーン大通りが大きく取り上げられたため、そこは集中的に推進するであろうが、それ以

外の地域において区民の盛り上がりを期待し、持続的に景観推進の活動が進むためには、

この計画にあるメニューだけでいいのか、それとももう少しいろいろなことをやらなけ

ればいけないのか、ご意見をいただきたい。今のタイミングで議論すべき内容かどうか

という意見もあろうが、せっかく計画素案の全体としての形ができた機会であるので、

ご意見をいただきたい。 

（委員） 

私は 12区分された地域のうち、10番、11番の地域に住んでおり、確かにここに記載

されたような表現でまとめられるのかな、と思う。 

しかし、これから豊島区の中では、特定整備路線の件が大きな課題になってくるが、

どの地域でも「特定整備路線の整備に合わせた新たな魅力を生み出すまちなみづくり」

といったような表現でまとまっている。この特定整備路線は不燃化を伴っており、まち

なみがこれまでとぐっと変わってくる。その辺がどういう風に捉えればいいのか、もう

少し具体的なイメージをつかみたい。 

（都市計画課長） 

特定整備路線という言葉は随所に入っている。5路線 7区間が事業認可をとったり今年

度内に事業認可をとろうとしていたりするので、これから数年の間に最も大きくまちな

みが変わるところであろうと思う。そういった中で、来年度は 4地区で地区計画という

形で一つのルールを作っていくという方針で作業を進めている。その地区計画の中には、

この計画素案にもあるような、例えば細分化をしないで空地を作っていくとか、高さの

話とか、色合いの話も含めて、都市計画で定めようということを考えている。その中で、

沿道のまちなみ、そこから一本入った地区のまちなみ、さらにはこれらの道路の安全性

といったところは、地元の合意の下で進められる都市計画として検討していき、それと

共に、まちなみを誘導できればと思う。その中の景観部分については、この計画素案に

ある程度記載させていただいた。 

その地区計画についてはまだ地元と進めている途中であるから、この路線はこういう

色を、といった特色までは計画素案には記載できておらず、こちらも認識しているとこ

ろであるが、そういった特色が見えてきたところで、景観計画の策定まではまだ一年あ

るので、記載の変化はありえる。パブリックコメントの内容を聞きながら、変えていく
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べきところは変えていくように進めていきたいと思う。 

（委員） 

今後、それらの地区計画が策定されてくると、一般地域の低層住居系市街地などのま

ちなみは変わってくる可能性があるのか。 

（都市計画課長） 

基本的には変わるかどうかはまだこれからだが、少なくとも新たにできる道路の沿道

から 30mの範囲については、どちらかというと変わる方向で考えている。少なくとも不

燃化について記載し、一定の建物によって火災等の延焼を遮断するような建物に変えて

いくような地域のルールに変えていくということが大原則である。 

（進士会長） 

いくつかの地域に特定整備路線が出てくるが、それぞれの地域の目標像は少しずつ個

性化されている。整備路線そのものはあちこちにあるが、パブコメをやるのであれば、

どこがどう変わるのかとか、どこでどういう個性化をやろうとするのか、といった内容

は区の方で一例を提示し、地域で与える工夫があるといい。今、委員が言ったのは、地

域の方が特定整備路線の整備に対し、非常に関心を持っているということだと思う。そ

の中で景観行政を進めるとすれば、地域の方が関心を持っているところを具体的に提案

して、選択肢をいくつも見せると良いのではないか。地区計画は、ここはこういう色に

する、なんて一つに決まるほど単純な話ではないと思う。しかし下手すると地区計画が

全て同じになってしまうという可能性もある。区民が議論しやすい、意見を出しやすい

工夫は何か考えていないか。 

（都市計画課長） 

来年度地区計画を定めようとしている地区においては、すでに地元との協議も進んで

おり、アンケートも予定している。幅員 15m、20mという道路が整備されるのだから、ま

ちなみが変わるのは間違いない。まちなみが変わる中で、どういうまちなみにしていく

のかという点については、地元の方々との協議や、アンケート等のご意見によって一つ

の方向性を出していき、それに基づいて地区計画で誘導していくことになるだろう。今

の段階では、この路線はどういう色かということよりも、まちなみづくりに対する地元

の意見を集約することであり、地区計画の策定に合わせて景観計画でも必要に応じて記

述を変更する形で進めていきたい。 

（進士会長） 

景観計画に方針を出しておいて、それに合わせて地区計画を変えるのではないか。 

（委員） 

地域の方々は、今ある地域の雰囲気を保ちたいと思っていると思う。しかし地区計画

などによって容積率の緩和など変わってくるところがあり、それまでまとまっていたも

のが崩れる可能性があるので、そういった部分でのバランスをどうとっていくのか、と

いう点は大きいと思う。その辺りは整理して区民の方に説明していかないと、混乱して

しまうと思う。 

（進士会長） 

出来上がるイメージは別として、住民協議会とか地区計画の策定のための体制は住民

参加型になっているのか。 

（都市計画課長） 

そうなっている。 

（進士会長） 

その体制は景観行政の中にあるべきだと思う。先ほどの発言は、地区計画は景観行政

と別、という言い方に聞こえたが、景観行政はそういったことをひっくるめないといけ

ないと思う。他の区でも様々な例があるが、地区計画や区画整理といったことをやるた

び、どれも基準を作ってそれに合わせていくものだから、そのまちづくりはつまらなく

なる。街は様々な要素があって楽しくなるのに、基準を作ってそれにそろえればいいと
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いう考え方は近代主義の危ない部分である。そろえたらどこか退屈になる、という状況

はありえるから、そろえた方がいいところもあるし、そうでない自由度を上げた方がい

いところもある。その判断には地域の特性や住民の意向が大事であり、そういった部分

まで丁寧に作っていくのが景観まちづくりなのだから、そこだけは忘れないでいただき

たい。今、地区計画は別の担当か。 

（都市計画課長） 

担当は別である。説明不足になってしまい申し訳ないが、今回の景観計画についても

来年度からパブコメという形でご意見を伺うことになるが、それも地区別の説明会を開

催して地区の特性も聞きながら、この内容に反映できるものは反映していく、という方

針で進めていく。 

（委員） 

非常に難しい問題だと思う。この地域の景観形成の目標という部分は大見出しのよう

なものだろうと思うが、見方によっては確かにここに記載されているようにその地域が

見えるかもしれないが、この目標で全てを網羅したようなまちづくりができるのかとい

うと、できないという意見が区民から出るように思う。 

私は南長崎の地域で、目標は「庶民性が息づく漫画家の聖地の再生」とある。確かに

トキワ壮があったため、それを使ってまちおこしをしたいという地元の根強い意見があ

ることは間違いないのだが、それだけではなくて、商店街や緑豊かな公園もある。そう

考えると、これが大目標にはならないのではないかと思う。 

他にも池袋西地域では、池袋駅の西口側ということで、東口側とは違う発展があるわ

けで、確かに立教大学がそこにあるために、「立教大学を核とする国際的な文教のまち

の表現」となっている。ではその地域は文教的なまちだけか、というと西側を中心とし

た開発的な要素もあり、この目標がこういった表現でいいのかというのはなかなか難し

いと思う。 

これはどこの地域でもいえることだと思う。ではどういう表現が正解なのかと訊かれ

ると、私にはわからない。しかし豊島区では様々な個性があって、そういったまちづく

りになっているので、それぞれ 12に区切った地域に限って、こういう地域だと決め付け

ることは難しい。大学もあれば、住宅もあれば、公園もあれば、繁華街もあれば、商店

街もある。そうしたまちづくりをしてきただけに、こうした景観目標をどういう表現に

すればいいのか、考えなければいけない。 

（進士会長） 

地域については責任を持って深く考えていってほしかったのだが、本当はこういった

目標像こそ地域に協議会等をつくって時間をかけて決めるというのも一つの方法であろ

うと思う。しかし景観計画は手続き的な一面もあるので、こういう形で素案を示して、

パブコメで区民の意見を入れるという手順を踏んでいる。しかしこういうやり方で決め

なければいけないなんていうルールはどこにもないので、「ここはみんなでこれから決

める」という地域があっても良いと思う。 

また、今回の計画素案では区の意向があまり入っていない。既存の事業として特定整

備路線等については盛り込まれているが、それ以外はあまり細かく入っていない。この

計画素案はほとんど現状を整理している。だがまちづくりというのは 10年、20年先にこ

ういうものを目指す、ここにこういう拠点を作る、あるいは保全する、といったように

積極的に引っ張っていく方法もある。 

それぞれの地域特性や区の思想をどう入れるのかは計画によって様々で良いと思う。

また、計画というものは一度作ったら変えられないものでもない。今はひとまず景観行

政団体に移行して、新しい景観法に基づく景観条例体制で新しい景観計画を作るという、

第一歩に取り組んでいるのだと思う。 

それに関する進め方については何か意見はあるか。 

（部会長） 
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この各地域の目標については、部会でも最後の最後までまとめきれなかったところで

あり、それぞれの地元の方々のご意見を反映する余地は十分にあると思う。ここに記載

してある目標は、基本的には以前に都市計画マスタープランを策定した際に、住民参加

型で区民の方々の意見を集約するような形で作っている。よって、都市計画マスタープ

ランの目標がもう少し景観として立ち上がった姿を表現するような形になっているのだ

が、これが全てではないであろうし、それぞれの地域においても多様な個性がモザイク

のようになっていると思うので、そのあたりについてはパブコメでも様々な意見を頂戴

できると思っている。 

また、先ほどのこれからまちが大きく動くだろうという点について、地域ごとの地図

において水色で示されている特定整備路線の沿線 30mが不燃化されるということで、こ

こでは大きく印象が変わるだろうと思う。ここでは地区計画を策定するということだが、

地区計画は基本的にご近所でルールを作るということが大前提であり、区がこうしなさ

いとかこういう地区計画を立てなさいとか言うものではなく、ご近所で自ら作っていく

ものである。そのため、逆にこちらからはものを言わないで白地で止まっているのだが、

進め方としては景観シミュレーションをしながら、これからのまちがどう変わっていく

のか地区住民が映像で確認しながら地区計画をぜひ作っていただきたい。つまり、作り

方が一つのポイントになるのではないかと思う。 

（委員） 

まずここまでお示しいただくまでに部会の皆さんには時間をいただいて検討していた

だいたことに感謝を申し上げる。 

景観の改善という視点のテーマの中で、無電柱化に対し、最近議論が高まってきてい

るのではないかと思う。豊島区長も豊島区内を無電柱化していきたいという決意を表明

されている。 

特定整備路線の話題が出たが、東京都の方はおそらく特定整備路線の整備では、防災

面でも電柱をなくすことが安全・安心につながるので、電柱を立てずに共同埋設化して

いく動きが進むと思う。ただ、それだけでいいのかという点が今後議論されていかなけ

ればならないと思う。 

今日は景観の視点での議論であるが、この景観計画の中で、電柱が豊島区にとってど

ういう影響があって、今後どういう方向が景観行政、景観計画に反映されていくのかと

感じたところである。無電柱化について、景観計画の素案との整合性についてご意見を

いただければと思う。 

（都市計画課長） 

本文の P46を開いていただきたい。中段に、「３）景観形成の基本方針」があり、そ

こには「まちの風格・風情を感じる都市骨格軸のまちなみづくり」というところで、「・

都市骨格軸となる幹線道路沿道では、街路樹や街路灯の設置、無電柱化、道路舗装、沿

道敷地内の植栽などにより統一感を持たせた、風格を感じることのできる景観形成を目

指すとともに、その他の道路についても無電柱化を進めます。」と、当初から骨格軸に

ついては無電柱化を進めることは記載していたが、ここ数ヶ月の無電柱化の動きや国の

動きも含めて、その他の道路についても無電柱化を促進する、それによって電線のない

景観づくりを進めるという内容も加えている。これだけでは少ないのではないかという

意見もあったが、今のところはここに記載している。 

（委員） 

私は池袋本町に住んでおり、現在、補助 73号線と 82号線の整備が進んでいる。 

地域の人たちがこれらの道路整備について話し合う場を早々に立ち上げており、その

中で、高さや色などの制限のほかに、自転車をどう扱うのかという議論があった。今は

自転車は歩道に仕切られたところを走っているが、話し合いの中では、車道や歩道を少

し狭くして自転車だけが単独で走れるようにするという提案もあった。このように様々

な話を伺っているので、道路整備を契機としたまちづくりについて話し合う場を、行政
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の方にお願いをしている。おそらく沿道まちづくりの協議会なるものが当然立ち上がる

だろうし、そこで地域の人々の思いがこめられた発言が出て、この池袋本町のまちの道

路計画に反映されていければと思う。 

あともう一点、なんで雑司が谷道というのがここにあるのかお訊ねしたい。あそこは

雑司が谷道ではなく池袋本町通りだと思う。 

（都市計画課長） 

歴史を紐解くと、ここは雑司が谷道となっている。 

（委員） 

鎌倉街道というのは聞いたことがあるが、雑司が谷道というのははじめて聞いた。 

（都市計画課長） 

雑司が谷道ということで確認している。 

（委員） 

もう一つ、氷川神社にも浅間神社が富士塚のところにあるが、これは「あさまじんじ

ゃ」ではなく「せんげんじんじゃ」である。 

（委員） 

何しろ補助 73号線と 82号線の計画はしっかりと前に進めていかなければならないし、

確かに密集地であるので、移転を余儀なくされる方など、いろいろと問題がないわけで

はないが、この道路ができることによる新しい沿道まちづくりが始まり、そして地域の

人たちの意向が入った協議会が早々に立ち上げてくれると思う。そこには大勢の人が集

まるだろう。172号線が非常に良い例だと思っているので、それを参考にしながらよりよ

いまちづくりをしてもらいたい。 

もう一点、ここに記載されている景観審議会とこのアメニティ形成審議会との違いは

あるのか。ここにいる委員がそのまま移行して景観審議会になるのか、それともまった

く新しい委員で立ち上げるのか。 

（都市計画課長） 

景観審議会は基本的に景観計画が策定された段階で新たに発足するが、このアメニテ

ィ審議会を継続していくことを検討しており、この審議会が変わると理解していただい

てもいいと思う。 

（進士会長） 

今、委員が言った協議会のように、住民が関わる景観形成については計画素案のどこ

をどう読めばいいのか。P.44、P.45のところではどれに当たるのか。 

先ほどの地区計画は他の部署でやっているとして、この景観計画ではグリーン大通り

だけが新しく追加した特別地区で、そして後は一般地域として指定して、届出審査で事

前協議の対象にするという、概ねそういった考え方なのか。 

（都市計画課長） 

P.45の下から四角 2つ目の「景観まちづくり活動の支援・促進」というところに今回

指定するグリーン大通りと駅前のような「景観形成特別地区」や「その候補地区」とあ

る。この景観計画では何年の計画という定め方はせず、毎年ローリングして見直してい

くということを考えている。そういった中で景観まちづくり活動が活発な団体について

は支援を行い、景観まちづくりの機運などを勘案して段階的に特別地区を追加していき

たい。 

（委員） 

私は 6番の池袋西地区や 10番の高松要町千川地区の人間である。まず 10番の高松要

町千川地区からいくと、目標に「富士信仰」とある。確かに富士浅間神社が高松 2丁目

にあり、お囃子等が非常に盛んだが、一部の人であり、全体ではない。どちらかという

と、むしろモダンなまちなみであり、そちらに関心がある人たちが多い。なので目標と

して限定するのは難しいと思う。したがって、説明会でも「仮にこういう目標です」と

いった風に掲げるのが良いと思う。特にこの地区では、一番右端のところに地区計画が
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かかっているが、これは珍しく地元の住民たちでかけた地区計画である。普通はある程

度役所の方から話が来るが、ここは住民がかけており、まちなみの景観に関心が高い地

域である。そういったことから、説明では配慮するべきだと思う。 

池袋西地区についても、先ほどご指摘があったとおり、「文教」ではなくどちらかと

いうと商業地・繁華街であろうと思う。文教都市があまりにも進んでしまうと困るとい

う意見もあるくらいなので、そういう配慮も必要だと思う。 

（進士会長） 

今、委員が言ったように、パブコメでは「この目標はあくまで第一次案です」として、

「第二次、第三次案が提案できます」とすれば、もっと高級なコピーライト能力のある

区民が目標を立ててくれるかもしれない。先ほど委員が言ったように、地元住民がグル

ープを組んで決めても良いと思う。 

パブコメに対する応募というのは、だいたい「てにをは」を直すか、イデオロギーを

持って徹底的に批判するかのどちらかになってしまう。だからもっと代案を出したり、

新鮮なアイデアを出したり、といったようなパブコメにできないか。確かに計画を作る

側としては、地域の全体を見て歴史あるものを使うのが安心で無難で、これが否定され

ることはない。しかし、例えば地区計画を今、積極的にやっているならば極端に「豊島

区で今、最もまちづくりを真剣に考えている区民のいるまち」という目標でもいいので

はないかと思う。そういう元気さ、ダイナミックさも景観まちづくりには重要である。

何も保全型、歴史と文化、人と自然だけを守るのが景観まちづくりではない。 

この計画のパブコメはどういった方法を取るのか。現物を配布するのか、それともウ

ェブで公開するのか。 

（都市計画課長） 

まず、現物については各 4地区で説明会を開催するので、そこで配布する。 

（進士会長） 

普通はどのくらいの人数が参加するのか？ 

（都市計画課長） 

なかなか難しい質問である。昨年、今年と都市計画マスタープランも同じような形で 4

地区で開催したが、それらに全体を合わせても 60名ほどの参加だった。つまり 1地区あ

たり 8名から 15名の間であった。 

そして、この本文と概要版についてはウェブ上にアップロードする。また、図書館を

はじめ主要な公共施設では本文も含めて閲覧できるような形にし、概要版については持

ち帰ることができるように配布する。 

（進士会長） 

このパブコメがもう少し盛り上がる工夫は考えられないか。 

（都市計画課長） 

いろいろなところからそういった意見はいただいているが、なかなか努力が人数に結

びついてこないというのが現状である。例えば広報や、ホームページにもアップをして、

といったことをやっているのだが、現状はそのくらいの人数である。 

（進士会長） 

区民の方々の区政報告会とか、そういうものをやって話し合うとか、こちらの学識の

方々もいるので、こういう方を派遣して勉強会を開くとか、本当はそういう取り組みが

あると面白いと思う。このパブコメはいつ行うのか。 

（都市計画課長） 

1月 17日、24日、30日に説明会を行う予定である。パブコメの期間中に各地区で説明

会を開催する。 

（進士会長） 

では何かアイデアがあっても採用することは難しいかもしれないが、何か良い意見は

ないか。 
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（部会長） 

少なくともこの目標は固まったものではないということを示すために、目標の後ろに

（案）と付けるのはどうか。 

（進士会長） 

あるいは、第二案という白い枠をつくり、空けておくというのはどうか。先ほどから

皆さんが言っている意見はそういうことではないかと私は思う。 

プランナーとしては全体を見るので、豊島区全体のうち、この地域は緑でいこう、こ

の地域は歴史でいこう、この地域は浅間講でいこう、といった風に考える。しかしこれ

では地元住民の実感に合わず、また現在ではそれをほとんど認識できない場合もある。

では認識がないからやめた方がいいのか、認識がなくても財産であるから発掘した方が

いいのか、という議論は当然もう一つある。しかし自分たちの地域をもう一度見直して、

全区的に見て、何を武器とするのか、何を魅力とするのか、という差別化を考えてもら

わなければならない。第三者的にそれぞれの地域をただ並べて、大学、文化、経済など

指定するのはどうかと思う。例えば、大学はこの計画素案では立教と学習院しか出てこ

ないが、もっとあるはずだろう。もう少し様々な要素が入ればダイナミックな豊島区像

が描けるのではないか。 

ところで、新庁舎の話も気になる。あれは景観行政の中ではどういう位置づけになっ

ているのか。私の記憶では、以前、豊島公会堂と現庁舎を全てひっくるめて数十年前の

第 1回アメニティ形成審議会で庁舎の更新を議論した。そのときは各フロアのデザイン

まで細かく議論して、アーバンデザインのレベルで相当にチェックした。しかし今回の

景観計画では庁舎の話をまったく聞かない。しかし新庁舎はシティホールであり、豊島

区民の統合のシンボルであることは間違いない。そしてその外部空間や広場の扱いは大

事であり、最上階の展望空間はパブリックな場所になる。そういうことを全然議論しな

いでいいのかということも気になる。 

しかし、これは景観とは違う担当なのだろうか。 

（都市整備部長） 

私も前の計画に携わっていたことがあり、このアメニティ形成審議会でご議論いただ

いたということについてはしっかり記憶に残っている。先ほど新しい審議会の役割につ

いてお訊ねがあったが、例えば学校のように、我々が今後計画的に作っていくもののデ

ザイン等については、事前にこの審議会で十分にご議論いただくべきだろうと考えてい

る。今、この審議会でご議論していただく内容を改めて考えなければならないと感じて

いる。 

また、補足になるが、先ほど景観の議論を区民の方にどういった形でお願いするかと

いう点だが、この計画素案に関する説明会は行う。それで実は、特別地区に指定するグ

リーン大通りを含む現庁舎周辺のまちづくりを考えようという会を昨年度作った。これ

は今までの商店街とか町会の枠を超えて、少し広いエリアで、新しい庁舎の近辺まで含

み、また商店街に入っていなくても来てもらうという垣根の低い会である。 

まずはまちづくり情報を提供していこうという会だが、メインとなっているのは景観

と交通、特に荷捌き等を考えるということで、できれば将来何かエリアマネジメント的

な組織に移行させたいと思っている。また先日、実験ということでその会と区でオープ

ンカフェを開いた。そこでも景観ルールをどうするのかという話が出た。またこの会は

今回の特別地区の指定も最も関係するエリアの方々であるが、この計画内には記載して

いないが、まちづくりに実際に携わっている団体や会議がいくつかある。そういうとこ

ろへ、今回の計画を情報提供していき、説明会だけでなく、様々なレベルの活動をされ

ている方にご意見をいただきたいと思う。 

（進士会長） 

都市整備部長からそういってもらえて安心した。 

私の記憶では、アメニティ形成審議会ではあまりにも細かいところまで議論して、特
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にあのころは論客が多かった。区も大変だったと思う。 

普通は行政ベースでやっていたあの時代に、審議会がチェックしすぎたように思う。

しかし今の時代にはそういう議論をしないと他の開発に負けてしまう。だからこそ、そ

こをしっかり考えないとまずいと思う。ぜひ意味ある審議会にしていただきたい。 

（委員） 

今までのお話で景観というのは大変難しい話であると思う。この冊子自体は良くでき

ていると思うが、実際にそこに住んでいる人たちがその自覚を持っていない、要は、歴

史を知らない、生活が精一杯ということ、そして基準を設けるといっても基本的には敷

地面積が 1000m2、2000m2といった大きい建物になって初めて届出が必要だということで、

結局これを見ても自分には関係ないと思うことになる。そうすると、いくら説明会を開

催しても人が集まらない。 

実際、区がやっているこういった会で住民が多く集まるのは何か問題が起きたときで

あり、前向きな話で集まってくれることは実際はない。しかし景観は絶対的に将来のビ

ジョンとして大事なので、まずは行政主導で取り組むべきである。補助 73号線とか 82

号線とか 172号線といったところは特定整備路線であり様々なことができるが、その他

の古いまちにも、住宅の密集地はたくさんある。しかし、そこの住民たちにもだんだん

自分たちのまちを愛して良くしてもらうために必要なことは、やはり道づくりであると

思う。道とは人が通るところであるから、例えば、有名な何々通りのように、歴史がわ

かるような個性のあるユニバーサルデザイン的な案内であるとか、「あ、そうなのか」

と住民が喜んで初めて知ることができるようなものをたくさん置いたり、また先ほど部

長が言った荷捌きは問題であるため「この地域はここで荷捌きができる」という部分だ

とか、「ここは走っていってください」という部分だとか、そういう道路の整備はやは

り行政主導で先にやってもらわないと、いつまで経っても進まない。 

そういうところから徐々に地下ケーブルで無電柱化をやっていって初めて住民が自覚

を持つのだと思う。説明会を開催し、届出をしてもらうのはいいが、その届出にはごく

ごく一部の人しか関係がないのであるから、まちが良くなるという実感を持っていただ

くには、行政主導で道を良くすることが重要ではないかと思う。 

（委員） 

先ほどの目標の件は、準備会や部会などで委員の方々と議論してきたが、正直いって

うまくいっていないというのが感想である。語句の最後のところは、例えば池袋西地域

では、「まちの表現」とまとめてしまっている。「立教大学を核とした文教と国際性豊

かな賑わいのまちの形成」とか、何案も作り続けてきたが、あまり成功していないとい

うのが感想である。 

しかし、「景観形成の方針」の「①国際的な文化・観光のまちの演出」のように②、

③と続く部分の項目自体は、かなり議論の中で叩いてきた。区の方にもいろいろ歴史を

調べていただき、「これは忘れてはいけないよね」という要素や「まちの人たちにもぜ

ひこれは知っておいてほしい」という項目を記載してある。そのため、パブコメ等では

目標のところにこれまでに出た二案くらいを並べておいて、「この方針を全て包含しつ

つ、しかし地域ごとの地元らしさを出せる目標を考えてほしい」という風に呼びかけて

はどうか。こういった方法は他の地区では今までしたことがないはずである。豊島区は

昔から住んでいる人も新しく住んでいる人もいるのにきちんと生活できており、山手線

の中では新旧取り混ぜて生活や文化を持っているところなので、そんな風に考えてくだ

さいといった呼びかけの形にすればいいと思う。あらかじめ目標案が一つあったり二つ

あったりすると、「これはいいよ」とか「これはだめだよ」とか住民の方もいいやすい

ので、そういうたたき台として提示してはどうか。これまでの行政がやってきたパブコ

メと比べると異例だと思うが、やはり私としても皆さんのそういった気持ちをまとめき

れていなかったと改めて思う。 

（進士会長） 
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この目標の原案はどこで作られたものか。ワーキングで、コンサルタントがやったの

か。それとも事務局が作ったのか。 

（都市計画課長） 

事務局とコンサルタントで作ったものである。それを部会の中で議論してもらった。 

（進士会長） 

部会で議論して変更したところもあるのか。 

（都市計画課長） 

それもある。 

（委員） 

最終的には短くて分かりやすいものにするという方向性でまとめた。長文になるとあ

れもこれもと盛り込んだ案まで出てきたこともある。 

（進士会長） 

「何々をはじめとして」とか「何々を核として」というのは私からすると、コピーと

して良くないと思う。 

（委員） 

悩んだ末、かえって良くなくなってしまったかもしれない。 

（進士会長） 

これは方針がないと決めるのは難しいと思う。地名等の固有名詞を使うのか、それと

もまちの特性を抽象化して表現するのか、といったように目標を決めるためにもある種

の大方針が必要だろう。 

誰もが知っているような固有名詞をちりばめて、その言葉でその地域を想像させるこ

ともできるだろう。「くつろぐ」とか「やすらぐ」といった抽象的な言葉では伝わりづ

らい。極端に言えば、どの地域ももっぱら「美しくて楽しくて元気なまち」になってし

まう。その辺りがコピーというのは難しいところである。 

今の委員の提案はこれまでの議論の代表的な案であるが、他に何かアイデアがあれば

お願いしたい。 

しかし、説明会に 10名しか集まらないというのはどうしたものか。本当は全域の区民

ワークショップのような会を開いて、そこにこの審議会の委員が何人か出て、一緒に議

論してもらえると良いと思う。 

この審議会の委員には率先して目標案を出していただきたい。 

（都市整備部長） 

先ほど部会長から、目標案とすればどうか、という意見があった。私どものやってい

るパブリックコメントは一度にまとめたものを公開して全体について意見をもらう形で

やっている。先ほどの提案が実現できるかどうかはわからないが、「特に地域の景観形

成の目標については案であるから、代案がある人はぜひ積極的にお出しください」とい

う風にして、少し全体とは違った形で工夫をしてみたいと思う。 

（進士会長） 

では、この件については都市整備部長が今、言ったことを結論としようと思う。 

他に意見や質問はあるか。 

（委員） 

部会を繰り返してきた中で、一点だけ同意していない点があり、これについてこの審

議会でお諮りしたい。 

基本方針の中の「副都心の顔づくり」に相当する部分で、今回の計画素案の P.36を見

ていただきたい。駅前からグリーン大通り、そして新庁舎に向けて一つの軸を重点的に

行うという案になっているのだが、この原案では実務運用していく中で難しい場所にな

ると思う。P.36以降に基準があるが、これを事業者が守らなかった場合に、この原案で

は最悪の場合、区長が命令を出しても基準に合わないものをつくられてしまうと思う。

これは私が商業エリアや駅前で 15年間の実務体験を踏まえて感じていることである。こ
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の件は事務局にも何度も説明しているのだが、なかなか同意が得られない部分である。

実際、どういうことが起こるかと私が考えているのかというと、例えば電機店やパチン

コ店、マンション等をつくる際にその事業者が「どんなことを言われても聞かなくてい

い」と考えれば基準を突破されてしまう。実際、私もアドバイザーで指導していて突破

されたことが何度かあり、この制度の限界を感じている。他の自治体や市町村で市長が

命令を出したとしても、それまでで、止めることはできなかった。 

副都心の池袋駅周辺でそういうことが起こらないと言えるのだろうか、と私は専門委

員として言い続けるしかない。そういったことを未然に防ぐ制度を、景観法にある中で

別途使うべきではないか、ということを考えてもらいたい。それは「景観地区」という

制度である。基準に適合するかしないかをしっかりチェックして、適合しなければ地権

者の方や事業者の方に変更していただくまで認定しないという制度であり、この切り札

を持っているかいないかの違いだけである。この制度の強さは地区計画並みと言われて

いる。景観法なので、日本の法律で守られるルールでしかなく、その制度を使ったとし

ても完璧かと言われると決してそんなことはないのだが、この原案では駅前周辺で基準

を突破される可能性があるのだから、この制度を使っておいたほうがいい。そして強調

しているのは、「副都心の顔」の部分は、新庁舎ができることで、駅からの軸があと 100

年間は変わらないということである。この軸線上で何か一度失敗するとそれまでで、突

破されたものが建つと向こう 30年や 40年はそこに建った、という状況もありえる。 

豊島区がはじめて景観行政をやっている自治体であればここまで言わないのだが、20

年ほどアメニティについて続けてきて、今の段階で景観計画に交代しようというときだ

からこそ、しっかり考えていただきたい、と私の立場では言い続けるしかない。 

都内の他市や他区でそういう事例が少ないということだけでなく、自分たちのまちの

中心部における最適な制度運用を自立的に考えていただきたい。どこまで副都心の顔に

こだわるのか、という問題だと思う。 

（都市整備部長） 

池袋駅の東西口の再生、これは豊島区池袋にとって非常に重要な課題であると認識し

ている。都市計画マスタープランにおいても、池袋駅周辺では、具体的に取り組むプロ

ジェクトを誘導しているところであるが、なかなか民間主導の開発が出てこない。現在

の状況を簡単にお話しすると、池袋東西デッキの構想について各鉄道事業者を中心に進

めようとしている。地震対策や乗換の利便性向上などが主たる目的であるが、この開発

に合わせて連鎖的に他の開発も動かしていきたいという意図もある。西口に三菱地所か

ら再開発をやらせてくれないかという話が出てきた。まだまちづくり協力者という立場

であるが、ようやくそうした部分で人が動き出している。 

まだ池袋駅周辺が都市再生整備地域の地域指定を受けていないため、大きいプロジェ

クトや、それと連鎖した開発の動きが鈍いのかと思う。そちらの指定についても我々が

今取り組んでおり、指定はそんなに遠くない時期だと思うので、先ほど委員からご指摘

いただいた件は重要だと感じている。景観面でどういう形でデザインや統一した都市の

魅力を出していけばいいのか、どういう対応を図ればいいのかという事業の進捗をこの

審議会にて報告して、ご意見を伺いたい。様々な手法があると思うが、渋谷ではデザイ

ン会議という名前でやっているという話を聞くので、池袋らしい、ふさわしいやり方を

審議会で委員の皆様にご検討いただきたい。 

（委員） 

委員のご指摘についてもう少し詳しく聞きたい。新庁舎ができるとこの地域の土地の

価値は上がっていくので、当然、周辺の道路整備やまちの価値を上げることを考えると、

先ほど委員が指摘した部分は、景観まちづくりでこういう風にしたいという動きが景観

法に基づいてあっても、資本を投入して、企業が進出して、まちの景観にふさわしくな

いとんでもないものを建てるかもしれないため、これを規制できるものが必要だという

理解でいいのか。 



－１３－ 

 

（委員） 

そういう理解でいい。 

（委員） 

これは非常に大事な問題の一つであると思う。一方で、今の政治の世界では、規制緩

和が進められているために都市間競争が進んでいるという話もあり、これもまた事実で

ある。規制緩和によって資本が自由にできてまちが潤うというやり方をとっているから

都市間競争に勝っているんだ、という話があり、その裏でこうした話が出てくるので、

これはやはり行政主導で景観を決めたならば、それにふさわしい条例を一緒に考えて、

区が規制するような条例を作らなければ無理だと私も思う。 

基本的にこういうまちづくりを進めると決めたならば、それ以外が進出してこないよ

うな準備をしないと、絶対に景観的に崩れてくるというのは間違いない。 

豊島はこの現庁舎周辺は、まさにこの庁舎が移るわけだから、そうしたときにこのま

ちがこれからどうなるのか。これから様々な課題がたくさんあるだろう。だから先ほど

のグリーン大通りでの話はその通りだと私も思ったので、そこは景観的に言えば突拍子

もないようなものが進出しないようにするにはどうするのか。 

確かに建物を制限する条例もつくれないことはない。 

また、豊島でも場外馬券場をつくるという話もあったが、あれは区と議会が協力して

止めたという話がある。そういう条例はなかったが、それをできないようにさせたとい

う背景もある。こういうことは頭に入れておかないといけないなと、私も思った。 

（部会長） 

今後の話にもなると思うが、景観審議会と都市計画審議会の相互補完関係、接続性と

いったところもとても興味があり、きちんとしなければならないところである。豊島区

では景観地区や地区計画などは都市計画マターという話になってしまう。そうではなく、

地区計画は景観的にも重要なわけであり、景観地区は景観と名乗っているわけだから、

景観審議会マターで議論するべきところだと思う。今のところ、景観地区は都市計画マ

ターになっている。今後は新たに相互に補完しあい、役割分担をどうするのかというこ

とまで含めて考えなければいけないと思う。 

（進士会長） 

先ほど都市整備部長からお話があったように、いろいろな手立てをやるのが都市計画

である。まだ、緊急整備地域の指定を受けていないのか？ 

（都市整備部長） 

まだである。ただ、次回の審議会に「副都心の顔」である池袋におけるプロジェクト

の動きを報告しようと思っている。 

（進士会長） 

なるほど、もうこの話は具体的に動いているわけだ。特別地区が今回の計画では 3地

区あるが、このうち 2地区は東京都から下請けとして引き継いだものであり、残りの 1

地区は豊島区が独自にやろうとしている。いわば本命だと思って位置づけている。その

先にいろいろな法や条例を駆使して豊島区の顔になるまちをつくっていくという、そう

いう認識は持っているのだろう。 

しかし今の話では、おそらくプロジェクトを動かしていくにあたって、いろいろなこ

とが起きてくるだろう。それは具体的に議論したほうがいい。次回いつやるのかはわか

らないが、それは次回に全て出していただいて、どうやってこうした開発をコントロー

ルしていくのかとか、逆に言うと東京全体の中で豊島区あるいは池袋はどういう位置づ

けにするのかというコンセプトがないとダメだと私は思う。すべての区で同じことをや

ると共倒れとまでは言わないが、おそらくつまらない東京になるだろう。 

（都市計画課長） 

次回については豊島区がどういう状態でまちづくりをこれから進めていくのか、そし

て現状についてもご報告させていただいて、議論を深めていただければと思う。 
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また、先ほどの話の中で、今回の景観計画、そしてこれから説明するつなぎ条例、そ

して景観計画が策定された後はつなぎではない本条例を作ることになる。この本条例の

中では景観法に基づき、勧告・変更命令が可能であり、違反した場合には罰則も明記す

るということで、条例の中でこの景観法に基づく景観計画を指導していくにあたっては、

そういった項目もはいった条例になる。今のアメニティ条例とは違う内容の条例を想定

している。 

一方、大変重要なことであるが、景観地区ということで、委員からお話があった。部

会長が言ったとおり、これは都市計画法に基づく指定ということになるので、指定をす

る地区住民の合意形成が必要と事務局では考えている。今回、特別地区に指定するグリ

ーン大通りについては、先ほど部長からも説明があったとおり、まちづくりの連絡会が

できたところである。その中で、景観についても議論していただき、駅前をどういった

まち、景観にしていくのかということも議論していきながら、一定の内容で合意があれ

ば景観地区に進むことも考えられると思う。 

（進士会長） 

他の委員は意見や質問はどうか。 

私の感想を最後に少し言わせてもらうと、この組み立てだと、六義園の周りと神田川

沿いは東京都からの下請けなのでそれは置いておくとしても、この計画のメインとなっ

ているのは池袋中心のグリーン大通りである。これは良いと思うが、他は一般地域であ

り、届出による建築指導行政の延長のようになっており、はんこ行政のようになってし

まうと困る。まちづくり全般というのは二重、三重行政になっている。しかし、景観ま

ちづくりというのはそういうものではない。景観というのは誰にでも見えるものである。

これはとても大事なことで、住民が素直に自分たちの実感で「こうすればいいね」とい

うことが言える。都市計画法を引用されても住民にとってはわからない。景観まちづく

りの重要な点は、見えるということであり、市民が実感しているということ、そしてそ

れで発言できるということである。やはりまちというのは住民が発言してくれないと元

気にならない。そういう場合は、届出のチェックではなく、まちづくり運動のような話

になっていかないといけない。今の規制の話も、もちろん都市計画で、地域地区に景観

地区を入れることは可能だ。じゃあ高さ 50mで規制を入れて、それ以下であればまちが

良くなるかというと決してそんなことはないと思う。60mでも良いものもあれば、30mで

もだめなものもある。これは住民の考え方が重要なわけであって、本当は住民の相互チ

ェックで運用していくことが理想である。 

そういう風に考えると、もう少しその他の地域についてしっかりしたプログラムやメ

ニューを入れておかないと弱いと思う。審議会を作って、という流れは当たり前である。

もう少しここの辺りは、パブコメの後でもいいので、委員の皆さんの意見も入れて、考

えてもらいたい。協定を入れるということも記載があるが、これもやる気のあるところ

だけでやることになってしまう。東京２３区を今、見渡してみると、確かにやる気のあ

るところは結構出てきている。成長の時代から成熟の時代にきて、住民が成熟して大人

になっている。先ほどの「立教だけでいいのか」というケチな話はしなくなったが、で

も「文教だけでなく賑わいはなくていいのか」という話は重要なものであろう。そうや

っていいまちをつくっていくわけで、私はそっちの声がバランスよくでるような仕掛け

にしないといけないと思う。一般地域で、基準があって、届出して、アドバイザーが指

導して、という状態では、せっかく景観行政が始まったのにアメニティ行政のときより

もつまらなくなってしまう。今回の計画を本計画として決定するときには、もう少しペ

ージ分量的にも増やして、事務局でも研究してほしい。地域の組織上の気配りも必要だ

と思うので、これ以上は言わない。 

しかし今、景観行政はある意味では従来の都市計画行政よりも市民化しており、市民

にウケている。景観まちづくりのほうが市民は乗ってきやすい。住民が地域ごとにいろ

んなまちづくりを元気にやって、盛り上がって、という形にしていくべきだ。鬼子母神
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の雰囲気はやはりそういうところからきている。何もお上が上からコントロールしたわ

けではないのだ。それなのに、それなりのいいまちができてきた。それが成熟時代のま

ちづくりだと思うので、考えていただきたい。 

他の方、何か発言はあるか。 

（委員） 

私は雑司が谷に住んでいるが、確かにこの計画素案を見ると、「緑」と「歴史」だが、

ではこれを見て、若い人がここに住みたいと思うのだろうか。今住んでいるのは年寄り

ばかりである。また、雑司が谷は弦巻通りだけがメインの道路で、他はすべて路地で、

中には消防自動車も通れないような細い路地もたくさんある。だから先ほどの委員が言

ったように、道路をしっかり整備しないとまちなみもできていかないのではないかと思

う。雑司が谷は都電荒川線の信号以外にはどこにも信号がなく、そのくらい細い道路ば

かりである。建物もこれから作り変えるものも、今の道路のままだと、おそらく様々な

がんじがらめの中でやらなくてはならない。 

だから池袋がどういう風に変わるのかを期待して、また新庁舎も近いので、それがう

まくいけば連鎖的に雑司が谷に影響するかもしれない。また、大学の話があったが、東

京音楽大学があり、そこの本館をつくるときにかなり地域の人を集めてデザインに関し

て説明をした。当初はやはり違和感があったが、しかし現代的な建物が最近はなじんで

きた。やはり新しいものも取り入れるという姿勢もとってほしい。 

（進士会長） 

そうだと思う。それが住民の気持ちだと思う。ここは歴史だから過去にどっぷりつか

っているというのはそれも違うと思う。 

他に何か意見はあるか。 

先ほど都市整備部長が言ったように、この景観条例をつくって、景観計画をつくって、

という風に豊島区が景観行政を再スタートさせるとしたら、中心的なグリーン大通りに

は区民全員が関心を持っており、さらに言えば東京全体の中でもどういうものをつくっ

ていくのかという点が一つ問われる。それから先ほどの雑司が谷の話のように、歴史や

緑の保全だけではないわけで、今のネガティヴな問題を解決し、無電柱化、道路の拡幅

など、そういう住民の気持ちも考えていく。本当に道路の拡幅ができないのであればブ

ロック塀を壊して生垣化するとか、そういった修復的なまちづくりも含めて、住民的な

目線で少しずつ良くできる、そしてその中に区民が参加できる、というのが新しい時代

の景観まちづくりだと私は思う。 

そういう意味でもソフトな部分をメインに出しながら、これに合うように区の内部の

組織が変わればいいだけだ。今の縦割りではなく、部会長が言ったように、なんでも絡

むのである。まちづくりというのはどんな法律でもうまく使って、重ね合わせて使って

いいので、それぞれの地域にふさわしい進め方をすればいいわけである。そういう自由

度の高い組織にしておかないと、「これは別の課でやってます」という風にやっている

といつまでもできない。少なくとも都市整備部の中でほとんどやれるはずだし、産業振

興部署などと提携すれば元気なまちは作れる。ぜひそういう柔らかい組織にしてもらっ

て、ちょうどこの景観計画を出したときに、庁内で納得してもらえるように仕掛けてお

いてほしい。 

 

（２）豊島区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条例（案）について 

（進士会長） 

続いて、つなぎ条例に関して事務局から説明していただきたい。 

 

（都市計画課長） 

資料２０－３について説明 
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（意見なし） 

 

（３）その他 

（進士会長） 

最後に日程調整に関しての連絡を事務局にお願いしたい。 

 

（事務局） 

次回は 3月 25日水曜日午後 1時からです。場所については後日またご連絡いたします。 

 

（進士会長） 

それでは、大変長い時間お疲れ様でした。本日の審議会はこれで終了としたいと思う。 

 

以上 


